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視聴覚教材センターでは、仙南圏域の学校教育や社会教育で活用できる教材や機材を揃え、
そして、講習会・研修会を数多く開催し、皆さまのご利用をお待ちしております。
仙南圏域の視聴覚教育に関するご相談もお受けいたしますので、いつでもお気軽にお問い合
わせください。平成２６年度もどうぞよろしくお願いいたします。

ビデオや DVD、１６ミリ映画教材もた

液晶プロジェクターやスクリーン、DVD

くさんあります。使いたい場面等をお話

デッキなど様々な機材があります。また、

していただければ職員がその場面にあ

１６ミリ映画やスライド教材を映す機材も

った教材をご紹介します。ぜひご活用く

あります。ぜひご活用ください！

ださい！

プレゼンテーションや Web ページ作成

教材センターにある編集室で、ビデオ映

講座等を開催しています。人気のある講

像をパソコンで編集することができま

座はすぐに定員になってしまいます。先

す。昔の写真や映像をデジタル化するこ

着順ですのでお早目のお申し込みを！

ともできます。使い方は職員が丁寧に説

なお、受講料は無料!!です。

明しますので安心です！

☆ （ここがポイント）☆

お気軽にご利用ください。

仙南地区にお住まいのある方、職場のある方ならどなたでもご利用いただけます。詳しくは視
聴覚教材センターまでお気軽にお問い合わせください。問い合わせ先☎0224－52－3433
裏面も視聴覚教材センターの活用のしかたのつづきです。

詳しくは視聴覚教材センター（0224-52-3433）
までお問い合わせください。

★予約方法
教材を利用した

らいむ・ネット

い

★配送方法
宅配便＊3 で直接配送

＊１

機材貸出の流れ

宅配便にて返却

＊料金はかかりません

教材センターへ電話

教材貸出の流れ

★返却方法

公民館・生涯学
公民館・生涯学習セ

習センター等へ

視聴覚教育指導員 ＊２

ンター等へ配送

返却

視聴覚教材センター窓口

センター窓口で直接

窓口へ直接返却

機材を利用した
い
＊らいむ・ネットでは、
機材貸出の予約はでき
ません。
機材は直接来ていた
だいて窓口にて、受
け渡しになります。

*1 らいむ・ネットとはインターネットで
の教材予約システムのことです。登
録された施設のみの利用です。新規
登録は随時行っております。
*2 視聴覚教育指導員は、各市町の公民
館や生涯学習センター、教育委員会生
涯学習課の職員に委嘱しております。

*3 直接、団体あて宅配で
教材をお送りします。返却
も宅配（着払）です。料金は
一切かかりません。遠方に
お住まいの方や忙しくて
来庁できない方にとても
便利なシステムです。

■平成２６年度視聴覚教材センターの講座・研修 会
◇パソコン関係講座

◇教育メディア研修会

●プレゼンテーション講座

●デジタルカメラ関係講座

８月 ７日（木）







●ビデオ編集関係講座

８月

第１回
６月１１日（水）
第２回
８月１９日（火）
第３回
９月 ７日（日）
第４回 １１月 ６日（木）
第５回 平成２７年２月６日（金）

●ウェブページ作成講座







第１回
７月２９日（火）
第２回
８月２０日（水）
第３回 １０月１６日（木）
第４回 １２月１３日（土）
第５回平成２７年１月２３日（金）

すべて、講座の時間は
9:00～16:00 です

８日（金）

◇ビデオ編集等関係講座
●パソコンを使った写真・ビデオ編集講座







第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

５月１８日（日）
６月１７日（火）
９月 ５日（金）
１０月３０日（木）
平成２７年１月２４日（土）

16 ミリ映写機操作技術講習会 ７月４日（金）
※詳細につきましては、「センターだより」または「AZ9
エ リ ア マ ガ ジ ン 」、 当 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ
(URL:http://www.az9.or.jp/kyouiku/sicyokaku/index.php) で 紹
介しますのでご覧ください。

．．．．．．
◇仙南地区自作視聴覚教材発表会
◇視聴覚教材センターフェスティバル

平成２７年２月１８日（水）
平成２７年３月１日（日）

この時期は交通安全に関する教材が込み合いますので、お早目の予約をお勧めします。
また、１回に貸し出しする本数と期間を制限させていただくことがありますので、ご了承
ください。必要な教材を必要な期間だけご予約していただくようにご協力お願いします。

交通安全録画(DVD)教材
<幼児～小学校>

交通安全録画（ビデオ）教材
〈幼児～小学校低学年〉

D0104 チャイルドシート(16 分)

V1175交通安全シリーズ～はじめての自転車～ (10 分)

D0397 まめうしくんの交通安全(12 分)

Ｖ 1771 いってきます(12 分)

D0368 あさりちゃんの自転車安全教室(10 分)

V1889 動物村のワールドカップ(11 分)

D0400 アラジンと魔法のランプの交通安全(12 分)
<小学校>

〈小学校中学年～高学年 小学校全般〉

D0079 ポンカンマンの自転車免許教室(18 分)

V1174 交通安全シリーズ～自転車大好き～(10 分)

D0329 なぜ?どうして?から考える

V1726 危険の予測で交通安全を！

小学生の自転車の安全な乗り方(16 分)

(20 分)

V1758 ズッコケ三人組自転車の安全教室 (20 分)

<小学校～中学校>

V1773グリーン・ビューティーの自転車安全教室(21 分)

D0261 自転車も車両です

Ｖ 1844我が家の交通安全

父との約束 (14 分)

～交通安全への意識改革～(21 分)
D0641 ケース・スタディ中学生の自転車事故(18 分)

〈中学生・高校生・一般〉

<一般>

V1504 交通事故を防ぐために (10 分)

D0105 ある死亡事故の報告(24 分)

V1727 中学生の自転車事故を考える (21 分)

D0106 飲酒運転の報い 破滅への道(27 分)
D0158 疾走の迷宮 飲酒運転の悲劇(30 分)

〈高齢者向き〉

D0260 マギー司郎のお年寄りの交通安全(20 分)

V1868 林家木久蔵の高齢者交通安全物語(20 分)

D0332 飲酒運転 悲劇の連環(27 分)

Ｖ 1887 見落とさない「衰え」の信号(23 分)

視聴覚教材センターでは様々なタイプの１０台の

液晶プロジェクターの使い方講座です。

プロジェクターの貸し出しをしています。プロジェ

パソコンやビデオ・ＤＶＤデッキとの接続

クターとはビデオや DVD、パソコンなどの映像を

方法などを習得できます。

大きくスクリーンに映す機械のことです。

対象：仙南圏域内にお住まいの方、または勤務

視聴覚教材センターにはご使用になる環境に合わ

されている方で、３名以上でお願いします。

せて、１０台のプロジェクターをご利用いただいて
おります。ぜひ一度プロジェクターを使ってみて下
さい。その良さが分かると思います。

開催期日：平日１０時から１７時までの１時間
程度。

随時受付中！！

※開催場所を準備していただく必要がありま
す。２名以下で受講したい場合は、当センター
へ直接お問い合わせください。

V はビデオ教材 D は DVD 教材です

◇新年度初めに見せたい
おすすめ教材一覧（小学校向け）
～学級活動・道徳で活用できます！～

第 3 学年「わたしのまちみんなのまち」
V0994 地図に親しむ

D0099 名前それは燃えるいのち

【20 分】

第４学年「くらしを守る」

D0102 ひとりのときがあぶない

D0256 みるみる社会科映像資料集「消防署の仕事を見てみよう

D0148 こんな時どうする？ ルールとマナー
D0149 こんな時どうする？ 危険から身を守る
D0152 いじめはゼッタイわるい！
D0154 1 年 1 組シリーズ

【10 分】

V0957 火事を防ぐ

【15 分】

V1879 火事をふせぐしごと

【15 分】

D0219 あしたをつかめ平成若者仕事図鑑「レスキュー隊員」

【24 分】

D0222 あしたをつかめ平成若者仕事図鑑「救急救命士」

【24 分】

D0294 あしたをつかめ平成若者仕事図鑑「消防官」 【24 分】

第 5 学年「私たちの国土」

第３学年「春 のしぜんにとびだそう」
D0026 こん虫のそだち方とからだのつくり（3 年）
【20 分】
V1339 モンシロチョウを育てよう

【15 分】

V1340 こん虫の体のつくり

【15 分】

V1572 草花のそだち方とからだのつくり

【16 分】

第４学年「あたたかくなると」
D0027 生き物のくらしと季節（4 年）

D0372 稲世界の国々と日本の国土シリーズ「世界のおもな国と日本の位置・領土」～ 【16 分】
V0987 空から見た日本の国土（１）山地と山脈

V0988 空から見た日本の国土（２）川と平地 【15 分】
V0989 空から見た日本の国土（３）海岸と島 【15 分】
V1510 わたしたちの国土と人々のくらしシリーズ「地域でちがう日本の気候」 【13 分】
V1511 わたしたちの国土と人々のくらしシリーズ「日本の位置とまわりの国々」

【20 分】

V1573 小学理科ビデオシリーズ 「季節と生きもの」 【17 分】

第５学年「天気の変化」

【15 分】

V1873 日本の位置と領域

【13 分】

【14 分】

第６学年「縄文のむらから古墳のくにへ」
V0180 大むかしのくらし

【10 分】

D0432 天気と情報①～天気の変化～

【10 分】

V0751 森と縄文人

【38 分】

V1179 天気の予想

【10 分】

V0919 旧石器時代と石器作り

【11 分】

Ｖ1651 小学校理科 天気の変化

【1５分】

V1773 木と土の王国～青森県山内丸山遺跡～ 【62 分】

第６学年「地球と生き物のくらし」

D0341 縄文土器を作ってみませんか

【17 分】

V1902 新しい社会⑯日本のあけぼの

【20 分】

D0035 ものの燃え方、水よう液の性質、電磁石のはたらき 【20 分】

V0226 古墳にほうむられた人々

【20 分】

V1366 ①観察の考え方

【10 分】

V0962 古墳をつくったころ

【15 分】

V1367 ③実験の考え方

【10 分】

D0165 台町古墳～古墳にほうむられた人々～ 【17 分】

V1367 ⑩実験・観察の約束

【10 分】

「物の燃え方と空気」

V1806 物質とエネルギーシリーズ 燃焼のひみつ 【12 分】
D0033 ヒトや動物の体

【19 分】

V1653 人と動物のからだ

【17 分】

第 1 学年「植物の世界」

第 1 学年「世界のすがた」
D0449 ①世界各地の人々の生活と環境

【20 分】

V1873 日本の位置と領域

【14 分】

V1332 ①世界の国々

【15 分】

第２学年「世界からみた日本のすがた」

D0207 中学校理科第 2 分野「植物の体のつくりとはたらき 」
【32 分】
V0727 中学校理科第 2 分野「植物の光合成」 【15 分】
V0729 中学校理科第 2 分野「花の働きと種子」
【15 分】
V1698 緑のデンプン工場～光合成のしくみ～ 【18 分】

第２学年「化学変化と原子・分子」

V0987 空から見た日本の国土（１）山地と山脈

【15 分】

V0988 空から見た日本の国土（２）川と平地 【15 分】
V0989 空から見た日本の国土（３）海岸と島 【15 分】
V1783 中学校社会科ビデオ地理第５巻世界からみた日本～自然～

【15 分】

V1871 世界から見た日本の地形

【14 分】

D0735 中学校理科移行教材 DVD「化学粒子編」 【50 分】

V1872 世界から見た日本の気候

【13 分】

V1850 ニューサイエンスビューシリーズ「物質と化学反応の利用」

第３学年「二度の世界大戦と日本」

【15 分】

第３学年「化学変化とイオン」
D0735 中学校理科移行教材 DVD「化学粒子編」 【50 分】

D0018 カラーで見る第二次世界大戦№１～混乱するヨーロッパ～

【44 分】

D0019 カラーで見る第二次世界大戦№２～総力戦～ 【44 分】
D0020 カラーで見る第二次世界大戦№３～勝利と絶望～

【44 分】

